
21109 8月27日 晴 稍重 （29新潟2）第10日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

22 タマモアモーレ 牡2栗 54
51 ▲武藤 雅タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B466－ 41：12．6 9．8�

34 クワトロダッシュ 牡2栗 54 岩田 康誠ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 476－ 21：13．66 3．7�

23 ヴォルフスブルク 牡2芦 54
51 ▲藤田菜七子 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 430± 01：14．77 4．1�

11 シ ガ ー ル 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 8 〃 ハナ 39．2�
47 ニシノオリーブ 牝2青 54 西田雄一郎西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 450－ 61：14．8� 27．3	
712 シゲルジャンボイモ 牡2芦 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 496＋ 41：15．11� 28．3

611 フレンドアリス 牝2栗 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 452± 01：15．2クビ 29．3�
814 マインキング 牡2芦 54 嘉藤 貴行峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 460＋161：15．52 250．4�
815 エコロプリンセス 牝2栗 54 吉田 隼人原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 中村 雅明 424－ 61：15．6クビ 11．3
58 ドリームジャンボ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 480＋ 8 〃 アタマ 3．9�
713 セイカフェボリット 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 464＋ 4 〃 クビ 323．1�
610 シーズラック 牝2鹿 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 486＋ 4 〃 アタマ 24．9�
59 カマルグミストラル 牝2鹿 54 江田 照男 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 462－ 61：15．7クビ 207．5�
46 マプランセス 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 原田牧場 494＋ 61：15．8� 255．2�
35 ネ コ マ レ ー 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 髙村 伸一 422＋101：16．01� 21．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，296，700円 複勝： 38，867，000円 枠連： 16，418，600円
馬連： 65，167，900円 馬単： 30，099，600円 ワイド： 37，564，500円
3連複： 85，630，600円 3連単： 103，296，000円 計： 407，340，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 170円 � 140円 枠 連（2－3） 460円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 910円 �� 620円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 15，350円

票 数

単勝票数 計 302967 的中 � 25980（4番人気）
複勝票数 計 388670 的中 � 31025（5番人気）� 59618（3番人気）� 87813（1番人気）
枠連票数 計 164186 的中 （2－3） 27247（1番人気）
馬連票数 計 651679 的中 �� 23670（6番人気）
馬単票数 計 300996 的中 �� 4835（17番人気）
ワイド票数 計 375645 的中 �� 9872（10番人気）�� 15229（4番人気）�� 29504（2番人気）
3連複票数 計 856306 的中 ��� 27035（3番人気）
3連単票数 計1032960 的中 ��� 4876（31番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．3―12．5―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．4―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．2
3 9（3，2）（4，5，6）（1，7，11，8）12（14，15）13－10 4 ・（9，3，2）4，6（1，7，5）8，11，12（14，13，15）－10

勝馬の
紹 介

タマモアモーレ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．7．15 福島13着

2015．5．11生 牡2栗 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 レッドチェイサー号

21110 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・直線）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
55．0
55．0

良
良

35 ピ カ ピ カ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 480＋ 4 55．8 24．5�
36 フォレストガーデン 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 4 56．01 5．5�
510 ド ゥ ル ガ ー 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 418＋ 2 56．1� 16．8�
715 モ シ モ 牝2栗 54 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 438－ 4 56．2� 17．0�
48 レディライク 牝2鹿 54 北村 宏司 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 422－ 2 〃 クビ 16．6�
11 ブラウローゼット 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 464＋ 6 56．73 261．2	
818 セイウンクールガイ 牡2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 434－ 2 56．8� 2．0

47 オマツリサワギ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 446＋10 〃 アタマ 48．3�
59 デルマミモザ 牝2鹿 54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 422－ 2 56．9� 53．2�
816 ハーキマーダイヤ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �ダイヤモンドファーム 石栗 龍彦 浦河 ダイヤモンドファーム 426± 0 〃 アタマ 76．6
611 マイネルフィリップ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 一珍棒牧場 452＋ 4 57．11� 28．1�

12 ホ ク セ ツ �2青鹿54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B484－12 57．31� 226．3�
713 ウインファルコン 牡2黒鹿54 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 青森 スプリングファーム 442± 0 57．4� 6．4�
714 ラテンリズム 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 432－ 4 57．5� 186．1�
817 モ ッ ポ サ ン 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 486＋ 6 〃 ハナ 172．9�
612 サカショウクィーン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也坂田 行夫氏 天間 昭一 青森 町屋 勝幸 418－ 2 57．6� 30．8�
24 スロットマシーン 牡2青鹿54 江田 勇亮田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 沼田 照秋 422－ 2 57．81� 390．4�
23 チ ャ ス カ 牝2栗 54 菅原 隆一�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 476－ 2 （競走中止） 474．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，439，800円 複勝： 36，325，100円 枠連： 21，935，800円
馬連： 64，702，300円 馬単： 32，991，500円 ワイド： 37，854，500円
3連複： 94，270，900円 3連単： 119，435，400円 計： 439，955，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 410円 � 210円 � 350円 枠 連（3－3） 3，850円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，640円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 90，760円

票 数

単勝票数 計 324398 的中 � 11189（7番人気）
複勝票数 計 363251 的中 � 20791（6番人気）� 53127（2番人気）� 25486（4番人気）
枠連票数 計 219358 的中 （3－3） 4415（15番人気）
馬連票数 計 647023 的中 �� 13287（14番人気）
馬単票数 計 329915 的中 �� 2632（34番人気）
ワイド票数 計 378545 的中 �� 7067（15番人気）�� 5889（18番人気）�� 8726（9番人気）
3連複票数 計 942709 的中 ��� 6647（36番人気）
3連単票数 計1194354 的中 ��� 954（272番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―10．9―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．5―33．4―43．9

上り4F43．6－3F33．3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピ カ ピ カ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Danzero デビュー 2017．7．22 福島7着

2015．5．2生 牝2鹿 母 ダンゼロゴールド 母母 Minegold 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 チャスカ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走中盤で競走中止。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第１０日



21111 8月27日 晴 稍重 （29新潟2）第10日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

47 オメガドラクロワ 牡3青鹿56 岩田 康誠原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B446＋ 41：53．3 1．5�
23 アウトオンアリム 牡3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514－ 41：53．61� 14．9�
11 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B496－ 41：54．34 10．6�
611 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 吉田 隼人古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B486－ 61：55．04 10．3�
22 カズノスイセイ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 前川 正美 482＋ 41：55．32 66．2�
59 シンボリスーマラン 牡3鹿 56 石橋 脩シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 464＋ 21：55．51 31．8	
815 コ ハ ク 牡3栗 56 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 460＋ 41：56．13	 46．6

713
 シティウォーク 牡3黒鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 尾関 知人 米 Diamond A

Racing Corp. 506 ―1：56．2クビ 7．1�
34 クインズチラゴー 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 前田牧場 456＋ 61：56．3� 138．5�
35 コスモメイプル 牡3栗 56 柴田 大知 ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 458－ 4 〃 クビ 10．8�
610 フェアウエル 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 402－ 21：56．4	 42．2�
814
 レーヴァンドール 牝3鹿 54 津村 明秀寺田 寿男氏 田村 康仁 米 Chiyoda

Farm 486＋ 71：56．71� 47．7�
712 フライフリー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也林 正道氏 斎藤 誠 新冠 秋田牧場 478－ 81：56．91 312．9�
58 ニューヨーカー 牡3黒鹿56 嶋田 純次田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 484－ 21：57．75 475．4�
46 ハヤットアージ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 510＋ 22：00．2大差 525．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，437，900円 複勝： 110，175，400円 枠連： 15，125，400円
馬連： 59，386，600円 馬単： 38，368，100円 ワイド： 39，093，600円
3連複： 86，008，500円 3連単： 139，639，700円 計： 525，235，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 340円 � 220円 枠 連（2－4） 1，090円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 540円 �� 380円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 10，330円

票 数

単勝票数 計 374379 的中 � 189695（1番人気）
複勝票数 計1101754 的中 � 781373（1番人気）� 24838（7番人気）� 46209（5番人気）
枠連票数 計 151254 的中 （2－4） 10724（5番人気）
馬連票数 計 593866 的中 �� 35362（5番人気）
馬単票数 計 383681 的中 �� 15807（7番人気）
ワイド票数 計 390936 的中 �� 18611（5番人気）�� 28350（4番人気）�� 5199（20番人気）
3連複票数 計 860085 的中 ��� 20960（11番人気）
3連単票数 計1396397 的中 ��� 9799（27番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．6―13．3―13．1―12．3―12．9―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．5―49．8―1：02．9―1：15．2―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．1
1
3
10，13（3，7）6，11（8，1）（2，14）9－15－12，5，4・（13，7，9）（10，3，11）（1，14）－12（2，5）6，15－4，8

2
4
10（3，13）7（6，11）1（8，14）（2，9）－15，12－5，4・（7，9）（13，3）（10，1，11）14－（2，12，5）－15－（6，4）－8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガドラクロワ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sir Cat デビュー 2016．7．24 函館3着

2014．2．12生 牡3青鹿 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 6戦1勝 賞金 10，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤットアージ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月27日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラプトン号・ノーブルシリウス号

21112 8月27日 晴 稍重 （29新潟2）第10日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 エターナルフレイム 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 512＋ 21：11．9 6．8�
35 グラスブルース 牡3鹿 56 柴山 雄一伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 512＋ 21：12．32� 5．0�
713 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 61：12．72� 8．0�
58 キョウエイガウディ 牡3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B496＋ 61：13．12� 49．2�
47 ユキノドリーム 牡3鹿 56 北村 宏司井上 基之氏 新開 幸一 新冠 対馬 正 470± 01：13．41� 6．9�
59 パーティーピーポー 牡3鹿 56 柴田 善臣 �いとはんホール

ディングス 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B472＋ 8 〃 クビ 37．8	
712 ミラクルゲート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 434＋ 81：13．5� 15．0

815 ミスターロマンス 牡3栗 56 石橋 脩齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 492＋ 41：13．82 16．3�
22 ビ ー レ デ ィ 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 �川フアーム 482－ 41：14．11� 2．8�
610 チュウワカレント 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 B496＋ 2 〃 アタマ 151．2
34 タキオンレイ 牝3栗 54 柴田 大知小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 474＋121：14．2クビ 36．3�
23 タイセイストリーク 牡3黒鹿56 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 千代田牧場 494－ 51：15．05 77．7�
11 フジマサシルバー 牡3芦 56 武士沢友治藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 520＋ 21：15．74 18．1�
46 ナ マ ハ ゲ 牡3栗 56 西村 太一江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 428－ 41：16．33� 351．2�
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611 シセイウタゲ 牝3青鹿 54

51 ▲武藤 雅猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，495，200円 複勝： 47，906，300円 枠連： 17，069，100円
馬連： 62，194，800円 馬単： 31，294，400円 ワイド： 39，231，500円
3連複： 82，559，000円 3連単： 107，284，000円 計： 420，034，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 200円 � 180円 枠 連（3－8） 1，730円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 980円 �� 910円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 31，410円

票 数

単勝票数 差引計 324952（返還計 197） 的中 � 38012（3番人気）
複勝票数 差引計 479063（返還計 552） 的中 � 57842（4番人気）� 60573（3番人気）� 73716（2番人気）
枠連票数 差引計 170691（返還計 1 ） 的中 （3－8） 7629（9番人気）
馬連票数 差引計 621948（返還計 535） 的中 �� 18616（11番人気）
馬単票数 差引計 312944（返還計 393） 的中 �� 4421（22番人気）
ワイド票数 差引計 392315（返還計 449） 的中 �� 10247（12番人気）�� 11067（11番人気）�� 12799（9番人気）
3連複票数 差引計 825590（返還計 1194） 的中 ��� 11586（15番人気）
3連単票数 差引計1072840（返還計 1700） 的中 ��� 2476（91番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．4―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．7―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 2（5，8）－（10，14）－（7，15）－13，4，12－9－3－6－1 4 ・（2，5，8）－（10，14）－（7，15）－13，4，12－9＝3－（6，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エターナルフレイム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2017．2．11 東京3着

2014．5．3生 牡3栗 母 エターナルシャイン 母母 マークプロミス 6戦1勝 賞金 9，300，000円
〔出走取消〕 シセイウタゲ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナマハゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月27日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 コントロヴェント号・ショーショーサ号・プリンプリンカフェ号・マイネフレッシュ号・レディーフランソワ号
（非抽選馬） 3頭 ヴォワルドール号・ファストシップ号・ペイシャモンタナ号



21113 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

714 ニシノコデマリ 牝2鹿 54
51 ▲武藤 雅西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 416 ―1：10．3 6．6�

713 タガノヒバナ 牡2栗 54 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474 ―1：10．51� 3．6�

11 ヴェルスパー 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440 ―1：11．03 3．5�
47 メルムサール 牡2青鹿54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 422 ―1：11．21� 28．2�
48 タイセイパルフェ 牝2黒鹿54 津村 明秀田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 458 ―1：11．41� 36．1	
816 キ ャ ク タ ス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎中村 祐子氏 栗田 徹 新ひだか 谷藤 弘美 448 ― 〃 ハナ 55．7

817 エリーナハーラー 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也飯塚 知一氏 栗田 徹 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 462 ―1：11．61� 7．5�

36 パ ー キ ー 牝2鹿 54 吉田 豊山住 勲氏 矢野 英一 浦河 杵臼牧場 444 ― 〃 ハナ 14．1�
510 トキノカサドール 牡2黒鹿54 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 428 ―1：11．81� 91．9
59 マ カ ロ ン 牝2鹿 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 466 ―1：12．01� 162．8�
611 ニシノエイユウ 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 476 ―1：12．21� 20．6�
23 ソ ム タ ム 牝2黒鹿54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 454 ―1：12．41� 78．5�
612 グ ノ ー シ ス 牝2鹿 54 岩部 純二清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 466 ―1：12．61� 25．7�
815 ミートボール 牡2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム 502 ―1：12．7� 87．8�
24 バトルパルフェ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 石郷岡 雅樹 424 ―1：13．55 57．8�
12 ブルベアクワイ 牝2鹿 54 北村 宏司 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468 ―1：16．5大差 49．8�
35 ジョリプリュネル 牝2栗 54 田中 勝春井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 444 ―1：16．6� 37．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，706，000円 複勝： 38，332，200円 枠連： 23，059，400円
馬連： 61，063，600円 馬単： 30，815，500円 ワイド： 36，901，000円
3連複： 74，278，100円 3連単： 87，494，500円 計： 385，650，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 150円 � 140円 � 130円 枠 連（7－7） 1，310円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 380円 �� 470円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 337060 的中 � 42188（3番人気）
複勝票数 計 383322 的中 � 60029（3番人気）� 69624（2番人気）� 84900（1番人気）
枠連票数 計 230594 的中 （7－7） 13604（6番人気）
馬連票数 計 610636 的中 �� 41100（3番人気）
馬単票数 計 308155 的中 �� 9214（7番人気）
ワイド票数 計 369010 的中 �� 24481（2番人気）�� 18953（3番人気）�� 36819（1番人気）
3連複票数 計 742781 的中 ��� 43722（1番人気）
3連単票数 計 874945 的中 ��� 8525（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．0―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．3―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 13，14（8，10，16）（11，17）7－（15，9）（6，12，1）－4，3，5，2 4 13，14（8，10，16，17）（7，11）1（15，9，12）6＝4，3＝（5，2）

勝馬の
紹 介

ニシノコデマリ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Johannesburg 初出走

2015．4．3生 牝2鹿 母 ニシノツインクル 母母 サ イ ン ヒ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアクワイ号・ジョリプリュネル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

9月27日まで平地競走に出走できない。

21114 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時00分 （芝・左・外）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

713 レッドマジュール 牝5青鹿55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：46．2 5．1�
24 ワンダープチュック 牡3黒鹿54 中谷 雄太山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 490＋141：46．3� 7．5�
818 ジェードグリーン 牡3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 458－101：46．51	 3．4�
48 イタリアンホワイト 牝3芦 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋16 〃 アタマ 20．5�
36 スパークルメノウ 牡3黒鹿54 岩田 康誠島川 	哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：46．6
 10．6

612 ミ ネ ッ ト 牝4鹿 55 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 472＋121：46．7� 16．3�
23 ジュンヴァリアス 牡3鹿 54

53 ☆木幡 巧也河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 442± 0 〃 クビ 8．9�
47 アピールバイオ 牝3鹿 52 柴田 大知バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 448＋ 21：47．01
 27．1
715 アクセルゼンカイ 牡3栗 54 伊藤 工真山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 488－ 81：47．63� 91．6�
11 � アンドトゥモロー 牝5鹿 55

52 ▲武藤 雅吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 4 〃 クビ 31．6�

817 コイヲダキシメヨウ 牝3鹿 52 北村 宏司�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 488± 01：47．7� 6．2�
611 インフルエンサー 牡3鹿 54

51 ▲藤田菜七子中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 426－ 6 〃 ハナ 67．2�
816 エ デ ィ ク ト 牡4鹿 57 柴田 善臣窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496＋ 21：47．91 57．4�
714 マツリダウメキチ 牡3鹿 54 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B484－ 41：48．0� 36．4�
510 クラウンジーニアス �5栗 57 宮崎 北斗�クラウン 松永 康利 新冠 松浦牧場 488＋ 8 〃 ハナ 163．8�
59 ヴァントネール 牝3栗 52 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 444－ 21：48．85 282．7�
35 アビラウンケン 牡3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 478－ 21：49．11
 361．0�
12 キャンディハート 牝3栗 52

50 △伴 啓太田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 B426－ 61：50．48 367．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，197，200円 複勝： 55，892，800円 枠連： 24，650，500円
馬連： 78，984，900円 馬単： 34，214，700円 ワイド： 48，891，900円
3連複： 104，050，000円 3連単： 119，731，400円 計： 502，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 220円 � 140円 枠 連（2－7） 960円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 910円 �� 370円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 18，310円

票 数

単勝票数 計 361972 的中 � 56015（2番人気）
複勝票数 計 558928 的中 � 85228（2番人気）� 54929（4番人気）� 119012（1番人気）
枠連票数 計 246505 的中 （2－7） 19817（3番人気）
馬連票数 計 789849 的中 �� 25766（8番人気）
馬単票数 計 342147 的中 �� 6035（12番人気）
ワイド票数 計 488919 的中 �� 12857（10番人気）�� 36276（1番人気）�� 21143（3番人気）
3連複票数 計1040500 的中 ��� 28960（3番人気）
3連単票数 計1197314 的中 ��� 4740（24番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．6―12．0―12．0―11．9―11．7―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―35．7―47．7―59．7―1：11．6―1：23．3―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．6
3 ・（7，17，16）8，14（1，4，9，12）（3，11，10，13）18，6＝5，2，15 4 ・（7，17）（8，16）（4，14）（1，3，12）（9，13）（11，10，18）－6－（2，5）－15

勝馬の
紹 介

レッドマジュール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lahib デビュー 2014．11．24 東京10着

2012．5．22生 牝5青鹿 母 マ ン ダ ラ ラ 母母 Madiriya 20戦3勝 賞金 35，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャンディハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月27日まで平地競

走に出走できない。



21115 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

23 フェイズベロシティ 牝4栗 55 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 434± 02：00．5 16．5�
611 ラブリーアモン 牝4青 55 吉田 隼人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 488＋ 8 〃 クビ 4．6�
715 サンティール 牝3鹿 52 津村 明秀吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474＋14 〃 クビ 12．1�
47 チェスナットコート 牡3栗 54 蛯名 正義窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456± 02：00．71� 3．5�
714 キャリアベスト 牡3栗 54 吉田 豊�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 496－ 82：00．91� 59．7�
48 サ ッ チ ン 牝3鹿 52

49 ▲木幡 育也由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 432－ 22：01．0� 12．2	
612 ル フ ォ ー ル 牝4鹿 55 石橋 脩 
サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484＋12 〃 クビ 5．8�
59 レッドリュンヌ 牝4栗 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 420－ 62：01．1� 32．0�
713 ブラックギムレット 牡3黒鹿54 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 450± 02：01．31� 15．6
816 ファントムグレイ 牡4芦 57

56 ☆木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 436－ 22：01．4� 34．7�
11 ファスナハト 牡4青鹿57 岩田 康誠 
社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 548＋ 4 〃 クビ 6．5�
818	 ブランダルジャン 牝5芦 55 高倉 稜河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：01．71� 272．1�
510	 メルドオール 牡5鹿 57 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 446＋ 82：01．8� 57．8�
36 ヒカルエリントン 牡7鹿 57

54 ▲武藤 雅吉橋 計氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 540＋ 22：01．9クビ 69．7�
12 	 ロ カ ビ リ ー 牡4黒鹿57 的場 勇人米井 勝氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 42：02．75 327．0�
817	 マコトグラディウス 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 472－ 32：02．91� 86．2�
24 サウンディングベル 牡3黒鹿54 江田 照男伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B452± 02：03．75 164．1�
35 	 サトノオマージュ 牡4鹿 57 丸田 恭介里見 治氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 B494－ 82：04．55 135．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，628，500円 複勝： 54，119，100円 枠連： 27，013，400円
馬連： 83，032，800円 馬単： 37，725，700円 ワイド： 50，148，800円
3連複： 108，637，900円 3連単： 133，480，800円 計： 528，787，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 420円 � 200円 � 390円 枠 連（2－6） 2，180円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 2，610円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 14，620円 3 連 単 ��� 92，780円

票 数

単勝票数 計 346285 的中 � 16755（8番人気）
複勝票数 計 541191 的中 � 30672（8番人気）� 84512（2番人気）� 32978（6番人気）
枠連票数 計 270134 的中 （2－6） 9573（10番人気）
馬連票数 計 830328 的中 �� 17318（14番人気）
馬単票数 計 377257 的中 �� 2969（38番人気）
ワイド票数 計 501488 的中 �� 9879（14番人気）�� 4861（30番人気）�� 9605（15番人気）
3連複票数 計1086379 的中 ��� 5570（45番人気）
3連単票数 計1334808 的中 ��� 1043（297番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―11．9―12．5―13．1―12．7―12．0―11．5―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―36．5―49．0―1：02．1―1：14．8―1：26．8―1：38．3―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．7
3 4，12（1，17）（3，8，15）（2，11，14）（9，5，7）（10，6，16，18）13 4 4，12（1，3，17）（8，15）2（11，14）（9，7）（10，5，16，18）（13，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フェイズベロシティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．10．24 東京2着

2013．1．24生 牝4栗 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 13戦2勝 賞金 26，492，000円

21116 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 ヘ ル デ ィ ン 牝3青鹿 52
49 ▲武藤 雅金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 428－ 41：11．7 6．1�
35 ワシントンレガシー 牝3芦 52 岩田 康誠吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：12．55 5．1�
11 シーエーパイロット 牝3黒鹿52 大野 拓弥小林 弘明氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 478＋ 41：12．82 15．3�
23 レアドロップ 牝4芦 55

52 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 458＋ 81：13．01� 5．9�
713 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55

52 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 436－ 2 〃 クビ 17．1�
59 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 474＋ 41：13．21 7．9�
814 アラマサクロフネ 牝6鹿 55 柴山 雄一	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 520± 0 〃 クビ 53．5

610 トップライセンス 牝4青鹿55 吉田 隼人 	サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 81：13．3クビ 3．7�
34 リリーグランツ 牝5鹿 55 吉田 豊 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B458－ 81：13．4� 19．3
58 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55 津村 明秀桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 500＋ 41：13．71� 105．3�
47 クリプトスコード 牝4栗 55

52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 502＋161：14．02 17．8�

22 � アドラビリティ 牝5青鹿55 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 502＋ 41：14．21� 259．7�
712 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 468＋ 21：14．62	 139．7�
815 ロージーサンセット 牝4鹿 55 田中 勝春村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 490＋101：15．45 18．8�
611� グ ラ デ ィ ス 牝5鹿 55

53 △伴 啓太	日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 498＋ 61：15．72 88．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，326，900円 複勝： 56，924，000円 枠連： 20，865，200円
馬連： 88，066，700円 馬単： 38，640，600円 ワイド： 52，080，700円
3連複： 110，216，800円 3連単： 139，792，300円 計： 541，913，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 240円 � 470円 枠 連（3－4） 1，080円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，590円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 8，230円 3 連 単 ��� 33，740円

票 数

単勝票数 計 353269 的中 � 45949（4番人気）
複勝票数 計 569240 的中 � 75317（2番人気）� 64467（4番人気）� 27223（8番人気）
枠連票数 計 208652 的中 （3－4） 14884（3番人気）
馬連票数 計 880667 的中 �� 38060（6番人気）
馬単票数 計 386406 的中 �� 7821（12番人気）
ワイド票数 計 520807 的中 �� 21513（5番人気）�� 8200（23番人気）�� 8426（22番人気）
3連複票数 計1102168 的中 ��� 10035（31番人気）
3連単票数 計1397923 的中 ��� 3003（104番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．2―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―46．9―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 6－（5，11，15）3（14，7，10）－（9，13）－4（1，8）2－12 4 6－5（11，15）（14，3，10）7（9，13）（1，4）8－2，12

勝馬の
紹 介

ヘ ル デ ィ ン �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．3．9生 牝3青鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 8戦2勝 賞金 19，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 レアドロップ号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）



21117 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第9競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

611 メイショウオワラ 牝3鹿 52 吉田 隼人松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 462＋221：34．5 17．9�
35 マイネルディアベル 牡6青鹿57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 81：34．82 249．8�
713 ペルソナリテ 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 428＋12 〃 ハナ 18．7�
36 ウィンドライジズ 牡3鹿 54 北村 宏司平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 458＋ 21：35．01� 17．9�
612 ナンヨーアミーコ 牡4栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 クビ 5．2�
47 ウイングチップ 	5黒鹿57 丸田 恭介 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 498± 01：35．1
 26．7

59 サトノメサイア 牡5青鹿57 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B528＋ 8 〃 クビ 41．7�
816 アイリーグレイ 牝5芦 55 江田 照男前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B476＋ 41：35．31� 40．8�
11 アヴニールマルシェ 	5鹿 57 柴山 雄一 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：35．4
 4．9
510 ベストアクター 牡3芦 54 蛯名 正義 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460＋10 〃 クビ 6．5�
48 サトノグラン 牡3青鹿54 中谷 雄太里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋12 〃 ハナ 12．1�
714 ディリジェンテ 牝5栗 55 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B488＋ 41：35．61� 23．2�
815 ショウナンアンセム 牡4芦 57 岩田 康誠	湘南 田中 剛 日高 森永牧場 478＋ 4 〃 クビ 3．6�
12 � ホーリーシュラウド 牝5黒鹿55 藤懸 貴志星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 462＋ 61：35．7
 142．4�
817 ティルナノーグ 	5鹿 57 吉田 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 41：35．8
 37．1�
23 スパーブデイ 牡6鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B532＋ 41：36．01 104．1�
24 リュウツバメ 牝7鹿 55 西田雄一郎田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 544－ 41：36．42
 255．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 49，124，600円 複勝： 88，149，100円 枠連： 32，275，600円
馬連： 145，373，000円 馬単： 58，361，200円 ワイド： 79，722，900円
3連複： 186，382，900円 3連単： 225，271，000円 計： 864，660，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 700円 � 6，770円 � 530円 枠 連（3－6） 3，440円

馬 連 �� 292，630円 馬 単 �� 367，820円

ワ イ ド �� 70，440円 �� 5，710円 �� 34，320円

3 連 複 ��� 1，344，100円 3 連 単 ��� 6，805，060円

票 数

単勝票数 計 491246 的中 � 21884（7番人気）
複勝票数 計 881491 的中 � 33973（8番人気）� 3176（16番人気）� 46697（6番人気）
枠連票数 計 322756 的中 （3－6） 7259（18番人気）
馬連票数 計1453730 的中 �� 385（124番人気）
馬単票数 計 583612 的中 �� 119（229番人気）
ワイド票数 計 797229 的中 �� 291（129番人気）�� 3634（56番人気）�� 598（108番人気）
3連複票数 計1863829 的中 ��� 104（559番人気）
3連単票数 計2252710 的中 ��� 24（3252番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．3―12．7―11．7―11．1―10．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．1―49．8―1：01．5―1：12．6―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．7―3F33．0
3 5－11，16（6，10）（7，13）（8，14）（1，12，15）4（2，9）17，3 4 5，11，16（6，10，13）（7，8，14）（1，12，15）（2，4，9）（3，17）

勝馬の
紹 介

メイショウオワラ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．24 阪神9着

2014．2．12生 牝3鹿 母 メイショウヤワラ 母母 メイショウサンサン 6戦3勝 賞金 27，578，000円

21118 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

55 ワンスインナムーン 牝4鹿 54 石橋 脩 �いとはんホール
ディングス 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 61：20．7 1．9�

89 タガノブルグ 牡6鹿 56 大野 拓弥八木 秀之氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450＋ 4 〃 クビ 21．5�

78 トウショウドラフタ 牡4栗 56 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482＋10 〃 ハナ 5．6�
22 サ ザ ナ ミ 牝5鹿 54 津村 明秀 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 422＋ 21：20．91 5．0�
44 ムーンクレスト 牡5鹿 56 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 474＋ 2 〃 アタマ 10．3	
11 ピークトラム 牡6黒鹿58 吉田 隼人吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 クビ 18．7

77 ピ ン ポ ン 牡7鹿 56 北村 宏司小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 466＋ 21：21．0
 52．4�
33 ムーンエクスプレス 牝5鹿 54 岩田 康誠 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 444＋ 61：21．21 15．9�
810 マイネルホウオウ 牡7栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 526＋18 〃 クビ 38．6
66 ノットフォーマル 牝5黒鹿54 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：21．41� 20．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，873，400円 複勝： 70，851，000円 枠連： 22，424，900円
馬連： 118，951，800円 馬単： 66，143，000円 ワイド： 58，582，300円
3連複： 140，665，600円 3連単： 301，794，200円 計： 832，286，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 290円 � 180円 枠 連（5－8） 1，050円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 580円 �� 250円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 528734 的中 � 219737（1番人気）
複勝票数 計 708510 的中 � 358206（1番人気）� 31098（6番人気）� 66463（3番人気）
枠連票数 計 224249 的中 （5－8） 16527（4番人気）
馬連票数 計1189518 的中 �� 55342（6番人気）
馬単票数 計 661430 的中 �� 21842（8番人気）
ワイド票数 計 585823 的中 �� 24324（6番人気）�� 69433（2番人気）�� 11943（12番人気）
3連複票数 計1406656 的中 ��� 44501（7番人気）
3連単票数 計3017942 的中 ��� 19696（36番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―10．9―11．4―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．1―45．5―57．1―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 ・（5，6）（3，4，10）（1，2）－8－9，7 4 ・（5，6）（3，10）4（1，2）8，9－7

勝馬の
紹 介

ワンスインナムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．10．25 新潟1着

2013．2．1生 牝4鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 15戦6勝 賞金 112，014，000円



21119 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第11競走 ��
��1，600�第37回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

58 フロンティア 牡2栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－101：34．6 7．2�

815 コーディエライト 牝2栗 54 津村 明秀�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460＋141：34．7� 10．9�
23 テ ン ク ウ 牡2黒鹿54 北村 宏司井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 446＋ 2 〃 アタマ 5．5�
610 エングローサー 牡2鹿 54 木幡 巧也中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 468＋ 41：35．44 50．2�
712 キボウノダイチ 牡2黒鹿54 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 480＋ 2 〃 ハナ 67．6	
35 オーデットエール 牡2鹿 54 柴田 善臣中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 468± 01：35．5� 11．3

46 プ レ ト リ ア 牡2鹿 54 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 444＋141：35．6クビ 7．4�
47 マイネルサイルーン 牡2黒鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 434－ 61：35．7� 37．6�
713 シンデレラメイク 牝2栗 54 中谷 雄太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 470＋101：35．8クビ 12．4
59 フィルハーモニー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 498± 01：35．9� 81．7�
22 ト ッ カ ー タ 牡2黒鹿54 丸田 恭介門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 81：36．32	 51．7�
11 ムスコローソ 牡2栗 54 大野 拓弥落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：36．4	 3．4�
814 ダンツセイケイ 牡2鹿 54 田中 勝春山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 464＋ 6 〃 クビ 36．2�
611 ラインギャラント 牝2芦 54 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 434－ 41：36．61
 61．8�
34 グランデウィーク 牡2栗 54 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 61：38．6大差 24．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 200，198，400円 複勝： 218，494，500円 枠連： 122，227，800円
馬連： 582，875，300円 馬単： 245，095，500円 ワイド： 249，037，600円
3連複： 857，759，500円 3連単： 1，341，123，100円 計： 3，816，811，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 350円 � 200円 枠 連（5－8） 1，880円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 770円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 49，030円

票 数

単勝票数 計2001984 的中 � 233914（3番人気）
複勝票数 計2184945 的中 � 239382（3番人気）� 144964（7番人気）� 324980（2番人気）
枠連票数 計1222278 的中 （5－8） 50134（8番人気）
馬連票数 計5828753 的中 �� 120119（14番人気）
馬単票数 計2450955 的中 �� 26414（26番人気）
ワイド票数 計2490376 的中 �� 47046（13番人気）�� 85377（5番人気）�� 45386（15番人気）
3連複票数 計8577595 的中 ��� 77180（23番人気）
3連単票数 計13411231 的中 ��� 19827（143番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．3―12．7―12．3―11．4―10．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．3―36．6―49．3―1：01．6―1：13．0―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．0
3 15（7，8）（9，12）3（13，14）（6，4，10）5（1，2，11） 4 15，8，7（9，12）3（13，14）（6，10，11）（1，5，4，2）

勝馬の
紹 介

フロンティア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．7．1 中京1着

2015．4．5生 牡2栗 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ 2戦2勝 賞金 38，539，000円
〔制裁〕 テンクウ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

21120 8月27日 晴 良 （29新潟2）第10日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 432＋ 61：11．9 11．8�

58 グランアラミス �5栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B488－ 21：12．21� 11．9�
11 マンゴジェリー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 460－121：12．62� 51．9�
34 エ ニ グ マ 牡3鹿 54 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 496± 0 〃 クビ 3．9�
59 シグナリング 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458＋ 61：13．02� 7．3�
23 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 54

52 △伴 啓太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 486＋ 21：13．1� 23．3	
47 ファインダッシュ 牡5黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 526－ 21：13．2� 14．7

22 カワキタピリカ 牡4鹿 57 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B504＋ 2 〃 ハナ 28．9�
35 コスモコレクション 牡4栗 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 472－ 61：13．3� 99．5
712 タイガーヴォーグ 牡4鹿 57 柴田 大知千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 500＋10 〃 ハナ 5．4�
815 アースオブフェイム 牡3栗 54 丸田 恭介 �グリーンファーム和田 正道 新冠 ハシモトフアーム 498－ 21：13．4� 6．3�
46 トウショウデュエル 牡5栗 57 北村 宏司トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516－141：13．82� 11．7�
611	 ベストエビデンス 牝5栗 55

52 ▲武藤 雅大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 428＋ 21：13．9� 90．1�
610 ウインアンビション 牡4鹿 57 岩田 康誠�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 502± 0 〃 ハナ 13．5�
713	 テンエイロータス �4黒鹿57 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 472－101：15．17 126．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 93，492，300円 複勝： 125，796，500円 枠連： 66，028，100円 馬連： 220，663，800円 馬単： 91，401，100円
ワイド： 126，388，100円 3連複： 309，582，100円 3連単： 427，788，800円 5重勝： 539，976，200円 計： 2，001，117，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 420円 � 390円 � 1，340円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 13，710円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 7，970円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 104，730円 3 連 単 ��� 533，810円

5 重 勝
対象競走：小倉11R／札幌11R／新潟11R／札幌12R／新潟12R

キャリーオーバー なし����� 8，399，620円

票 数

単勝票数 計 934923 的中 � 63312（6番人気）
複勝票数 計1257965 的中 � 81738（8番人気）� 89510（7番人気）� 22517（12番人気）
枠連票数 計 660281 的中 （5－8） 40994（5番人気）
馬連票数 計2206638 的中 �� 21846（36番人気）
馬単票数 計 914011 的中 �� 4999（66番人気）
ワイド票数 計1263881 的中 �� 13161（38番人気）�� 4060（65番人気）�� 4821（61番人気）
3連複票数 計3095821 的中 ��� 2217（239番人気）
3連単票数 計4277888 的中 ��� 581（1282番人気）
5重勝票数 計5399762 的中 ����� 45

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．3―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．3―47．6―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．6
3 14，9（8，13）5（6，15）12（1，7）10（4，2）3，11 4 ・（14，9）（8，13）5（6，15）1，12，7（3，10）（4，2）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ブ タ ー ボ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．7．11 福島5着

2013．5．18生 牝4鹿 母 コンドルウイング 母母 コンクラーベ 23戦2勝 賞金 23，780，000円
〔制裁〕 トウショウデュエル号の調教師杉浦宏昭は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カシノキングダム号・サンアルパイン号・ベルベットムーブ号

５レース目
３レース目



（29新潟2）第10日 8月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

239，600，000円
19，800，000円
1，620，000円
28，030，000円
75，605，000円
5，117，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
668，216，900円
941，833，000円
409，093，800円
1，630，463，500円
735，150，900円
855，497，400円
2，240，041，900円
3，246，131，200円
539，976，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，266，404，800円

総入場人員 16，121名 （有料入場人員 13，820名）
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